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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

はるひ呼吸器病院　外来診察担当表

午

前

外来診察時間

 9：00 ～ 12：00

（受付 8：30～11：30）

第1

診察室

小橋

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

小橋

（呼吸器内科）

第3

診察室

加藤

（循環器内科）

米田

（呼吸器内科）
-

佐々木

（消化器内科）

専

門

外

来

齊藤

（呼吸器内科）

第2

診察室

小佐野

（内科）

佐野

（循環器内科）

佐々木

（消化器内科）

小佐野

（内科）

小橋

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

直海

（呼吸器内科）

毎週金曜　午後　　堤　 （病理診断科）　※完全予約制
セカンドオピニオン外来

禁煙外来

齊藤

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

病理外来

                      毎週火曜　午前　　米田 （呼吸器内科）

　　　　　　　第2木曜　 午後　　齊藤  （呼吸器内科）　※完全予約制

毎週金曜　午後　　堤　 （病理診断科）　※完全予約制

-
奥田

（呼吸器外科）

直海

(呼吸器内科)

齊藤

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

※はるひ呼吸器病院では、救急対応を行っております。

    急な発熱・喘息発作等の内科的疾患は、24時間対応させていただきます。

須ヶ口クリニック　外来診察担当表

午

前

外来診察時間

 9：00 ～ 12：00

（受付 8：30～11：30）

米田

（呼吸器内科）

小橋

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

米田

（呼吸器内科）

齊藤

（呼吸器内科）

休診

夕

方

外来診察時間

 17：00 ～ 19：30

（受付 17：00～19：00）

齊藤

（呼吸器内科）

対象期間：2018年1月1日～1月31日
予定は変更となる場合もございます。ご不明な点は、
総合窓口または外来受付にお問い合わせください。

送迎車乗り場

はるひ呼吸器病院 前：はるひ呼吸器病院正面玄関 あしがるバス バス停

須ヶ口クリニック前：須ヶ口クリニック 正面 敷地内駐車場

西春駅：名鉄西春駅 西口 ロータリー内

平日（土日、祝日除く）に「はるひ呼吸器病院」の白のワゴン車で
無料送迎を行っています。

医療法人清須呼吸器疾患研究会

はるひ呼吸器病院
〒452-0962 愛知県清須市春日流8番地1

電話番号:052-400-7111 FAX:052-400-7133

須ヶ口クリニック
〒452-0905 愛知県清須市須ケ口2332番地2
電話番号:052-400-5281 FAX:052-400-7097

発行日：2017年12月25日 発行：医療法人清須呼吸器疾患研究会

休診日：日曜・祝日

※交通事情により、発着の遅延、乗降場所の変更等がある場合があります。
※やむをえず、予告なく運休になる場合がありますのでご了承ください。

※休診のご案内

● 今月の休診予定はございません

休診日：土曜・日曜・祝日

Facebookページは
こちらから＞＞＞

“ いいね！”お待ちしています♪

呼吸ケア教室

2017年12月21日（木）に呼吸ケア教室を開催しました。今回の呼吸ケア教室では、小橋医局長が「間質性肺

炎ってどんな病気？」をテーマに講演しました。

通常の肺炎の場合は、細菌が原因で炎症が起こりますが、間質性肺炎では肺胞と毛細血管を取り囲む間質と

呼ばれる組織に色々な原因で障害が起こります。また、原因究明が難しいこととしても知られています。

小橋医局長は講義で、間質性肺炎が発症する原因や、実際の間質性肺炎のⅩ線写真、そして疾患にかかった

場合に現れる症状について説明を行いました。また、原因究明が困難な間質性肺炎を特定するための検査と治

療方法についても紹介しました。

次回日時

◎2018年1月18日（木）15：00～15：30

テーマ：「COPDにおける生活の工夫」

講師：慢性呼吸器疾患看護認定看護師 西村主任

◎2018年2月15日（木）15：00～15：30

テーマ：「COPDにおける栄養管理」

講師：松浦管理栄養士

どなたでも参加可能です。

参加希望の方は当日直接会場（1F売店横 多目的室）にお越しください。

※患者さまの症状により、面会時間を
調整させていただく場合がございます
のでご了承ください。

2A・3A病棟 13：00～20：00

3B病棟 15：00～20：00

13：00～20：00土曜・日曜・祝日

平日

Vol.19

2018年1月号

8:20 発 9:15 発 8:50 発 9:55 発

9:35 発 10:40 発 10:15 発 11:15 発

11:00 発 12:00 発

西春駅 西口 はるひ呼吸器病院 前 須ヶ口クリニック 前 はるひ呼吸器病院 前

↓ ↓ ↓ ↓

はるひ呼吸器病院 前 西春駅 西口 はるひ呼吸器病院 前 須ヶ口クリニック 前
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今月の一品

新年あけましておめでとうございます。

今年は、はるひ呼吸器病院が設立して3年目とな

る年です。

「石の上にも3年」と言われるように、この2年

間は病院にとって、まだまだ十分と言える環境

整備ではありませんでした。しかしながら、1年

毎に、患者さんの数も飛躍的に増えており、地

域における当病院の必要性は増してきていると

実感するこの頃です。今年はさらに、患者さん

の満足度を上げるように職員一丸となって、更

なる飛躍の年となるように頑張っていきたいと

思います。今後ともよろしくお願いします。

新年のご挨拶

はるひ呼吸器病院 院長 齊藤 雄二

須ヶ口クリニック 院長 米田 有希子

あけましておめでとうございます。

須ヶ口クリニックの米田です。

昨年中は大変お世話になりました。

色々とご迷惑をおかけした事もあるかと

思いますが、今年もよろしくお願いします。

2016年5月 2017年11月（累計実績）

(実人数) (実人数)

診療実績

防災訓練を行いました

2017年12月18日（月）に、当院において防災訓練
を実施しました。
今回の防災訓練は、南海トラフ地震により、清須

市で震度6の地震が発生したことを想定し、行いま
した。
地震後、５階の厨房から火災が発生したことを

想定し、消火、災害対策本部の立上げ、被害状況、
安否確認から始まり、救急外来受入体制までの流れ
について確認しました。その後、当院の防災設備に
ついての確認を行いました。

当院は呼吸器疾患専門病院であるため、災害時の酸素の供給方法や在宅患者さまへのフォロー
など多くの課題があがりました。今後も防災委員会・防災訓練を重ね、来るべき災害に備えていき
ます。

＜材料＞ 1人分

パスタ 80g
明太子 40g
マヨネーズ 小さじ2
バター 大さじ１
牛乳 100ml
生クリーム 100ml

＜作り方＞

① パスタを茹でる。
② パスタをゆでている間に、明太子は中身をスプーン等で出し、大き目のボウルに入れる。
③ ②にマヨネーズ、バターを入れて混ぜ合わせる。均一に混ざったら牛乳・生クリームを
混ぜて溶く。

④ 茹であがったパスタを③に入れ和える。
⑤ 器に盛り黒コショウ、刻みのり、大葉を乗せる。

＜豆知識＞

明太子はDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などの必須脂肪酸、ま
た魚卵なのでタンパク質やビタミン・ミネラルが豊富です。
一方、製造工程で塩分、添加物も添加され、プリン体が多いことも上げられるので食べ過
ぎに注意しましょう。
クリスマスメニューで余った生クリームの消費にいかがでしょうか。

黒コショウ 少々
刻みのり 少々
大葉 少々

明太クリームパスタ

慢性咳嗽 1114名 肺炎 308名 内視鏡検査(上部） 506件

気管支喘息 676名 間質性肺炎 122名 内視鏡検査(下部） 92件

高血圧症 179名 睡眠時無呼吸症候群 127名 嚥下内視鏡検査 4件

急性気管支炎 170名 気管支喘息 102名 内視鏡的胃瘻交換 47件

胸部異常陰影 151名 胸部異常陰影 76名 気管支内視鏡検査 233件

慢性副鼻腔炎 107名 慢性呼吸不全 59名 PSG(ポリソムノグラフィー）検査 227件

インフルエンザＡ型 103名 慢性閉塞性肺疾患 58名

間質性肺炎 79名 マイコプラズマ肺炎 56名 24件

肺気腫 71名 肺腺癌 43名 21件

糖尿病 52名 肺気腫 38名 18件

気胸

外来上位疾患数 入院上位疾患数 内視鏡検査数・PSG検査

手術実績

間質性肺炎

肺がん

２０１８年

初日の出


